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Abstract
Recently we have experienced two outbreaks of health hazard from cosmetics that were voluntary recalled. One is an
outbreak of immediate wheat allergy due to epicutaneous sensitization to a hydrolyzed wheat protein, contained in a facial
soap. A total of 2,111 patients have been registered. Most of the patients are females, and half of them had anaphylaxis after
eating wheat. The other is an outbreak of Rhododenol-induced leukoderma, and more than 19,000 patients were reported.
Rhododenol is a quasi-drug ingredient for lightening cosmetics, and is a phenol compound. The Patch Test Material Research
Committee of the Japanese Society for Dermaoallergology and Contact Dermatitis was set up in 2007, and has been performing two nation-wide studies. One of them is an epidemiological study on allergic contact dermatitis, which was done ﬁrst as
the paper-based case-registration questionnaire study started in 2010. Cosmetics were the most responsible products of allergic contact dermatitis, 67％ of all, and the common causative items were hair dyes, skin lotions, and shampoos. The cases
from the facial soap containing the hydrolyzed wheat protein and cosmetics for lightening skin including Rhododenol were
reported in our study. We have made Skin Safety Case Information Network of Cosmetics and Other Products: SSCI-Net.
The aim of this network is to get real-time information of skin health hazards from cosmetics and decrease the risk and hazard as soon as possible by the industry–academic–government information network.
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はじめに

2）化粧品の安全性を確保するためになにが必要か分
析し提案する。

最近，二つの化粧品・医薬部外品の健康被害が社会的
に大きな問題になっている。その一つは旧茶のしずく石
鹸に含まれた加水分解コムギ末の経皮・経粘膜感作即時
型コムギアレルギーであり，ほかの一つはロドデノール
誘発製性脱色素斑（白斑）である。

3）安全で安心な化粧品を作る日本になるように連携
を呼びかける。
3.

産官学で協力対処し成功した化粧品による黒皮症の
事例

前者は日本アレルギー学会，後者は日本皮膚科学会に

接触皮膚炎の結果，炎症後の色素沈着が真皮に残る病

特別委員会が設置され，筆者はその委員長として，症例

態を黒皮症と呼び，色素沈着性接触皮膚炎 pigmented

の疫学調査と原因調査，発症機序の解明を行い，患者と

contact dermatitis あるいは Riehl 黒皮症，女子顔面黒皮

医師への正しい情報の提供を目的に活動し，両者とも

症などと呼ばれている1）。

に，2015 年 5 月 31 日に到達目標を達成して終了した。

1977 年大阪で 18 名の黒皮症患者が化粧品会社 7 社を

この二つの事例からは，企業，医療者，行政，ならびに

相手に黒皮症訴訟を起こした。これは 1981 年に和解に

消費者も学ばねばならないことが多い。

いたったが，これを機会に，化粧品による黒皮症につい

2.

本講演の目的
皮膚科医の立場から，以下を目的として講演した。
1）化粧品を作り販売する現場へ医長現場から見た化

粧品・医薬部外品の安全性の現状を報告する。
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ての啓発がなされ，消費者と企業の両者に化粧品の安全
性に関する認識を高めた。
日本接触皮膚炎学会（現在の日本皮膚アレルギー・接
触 皮 膚 炎 学 会 の 合 同 前 の 学 会 名） で は，1974 年 か ら
1995 年まで毎年，黒皮症の発生数と外来患者に対する
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